
～主な内容～
建まちづくりに向けた当面の行政課題・・・・２～３
嫌平成２２年度当初予算概要・・・・・・・・・・・・・・４～５
建日日雇用職員を募集します　ほか・・・・・・・６～７
嫌平成２２年度後期高齢者医療制度について・・・・８
建特定健診を受けましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
嫌エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
建みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
嫌情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１５
建このごみどの袋　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
嫌こんなとき、このひとこと　ほか・・・・・・・・・・・１７
建トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～１９
嫌情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２３
建健康ひろば、子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４～２５
嫌くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

写真

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

平成２２年２月２８日現在

　４月１８日（日）は、鹿島市長選挙投票日です。

　忘れずに投票に行きましょう。入場券を紛失した場合で

も、投票できますので投票所で受付に申し出てください。

　なお、入場券が届いていても、４月１７日（土）までに市外

に転出した人は当日投票はできません。（※４月１２日（月）か

ら１７日（土）までに転出する人は、転出する前に期日前投票

をすることができます。）　　　　［２０ページに関連記事］

明日の鹿島は あなたの１票で

No.９９No.９９６６

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２＋人０世帯１０,５７３人３１,７５７

世帯８＋人１７＋世帯　５,１４７人１４,３０６鹿　　島

世帯２－人３－世帯　１,１６２人  ３,９１５能　古　見

世帯１－人２－世帯　　　９８９人  ３,２２９古　　枝

世帯１＋人３－世帯　１,０５７人  ３,２６０浜

世帯４－人７－世帯　１,２２５人  ３,７５６北　鹿　島

世帯０人２－世帯　　　９９３人  ３,２９１七　　浦

人５－人１４,９３６男

人５＋人１６,８２１女
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建九州新幹線長崎ルート
　昨年８月に発足した新政権は、「コ

ンクリートから人へ」との理念のも

と、大規模な公共事業について、国民

にとって本当に必要なものかどうか

を、もう一度見極めることからやり

直すという発想に転換し、費用対効

果を十分に検証した上で実施すべき

ものとの認識を示しております。

（費用対効果の検証）

　整備新幹線においても同様であり、

昨年１０月２１日、前原大臣に面会した

際も、「費用対効果がポイントであり、

どのような効果があるのか十分に検

証することが必要である」と申され

ました。

　後日１０月２３日の記者会見で大臣は、

長崎ルート計画について、新規着工

区間（諫早～長崎間）だけでなく、一

部着工している区間（武雄温泉～諫

早間）も含め、全体として①需要予測

の再精査、②フリーゲージトレイン

の実現可能性について、国民も納得

いく説明を長崎県知事に求められま

した。

　一部着工区間も含めた精査につい

ては、１２月１日の記者会見でも「長崎

ルートで既着工は一部なので全体像

としては白紙であり、需要予測を十

分に検証していく」と繰り返し言わ

れております。

　１２月２４日に示された「整備新幹線

の整備に関する基本方針」では、「既

着工区間は予定どおりの完成・開業

を目指して整備を進める」とされて

いますが、このように新規着工区間

のみを白紙とした他のルートとは違

い、長崎ルートは既着工区間も含め

て白紙でありますので、今後既着工

区間も含めた費用対効果の精査がな

されていくものと考えます。

　この精査および未着工区間の新規

着工の可否や優先順位などについて

は、関係省庁の政務官クラスで検討

する「整備新幹線問題調整会議」で議

論されており、「投資効果の高い事業

を行うため、過去の建設で使われた

需要予測などを再検証し、費用対効

果の試算方法そのものを精査してい

く」ことを確認されております。

　すでに、北海道新幹線（新函館～札

幌間）、北陸新幹線（金沢～敦賀間）の

沿線自治体やＪＲ、有識者からの意

見聴取が済んでおり、近いうちに長

崎ルートの聴取があろうかと思いま

す。この会議での議論を踏まえて、政

務三役による検討会議は平成２２年夏

までに新規着工の可否を判断すると

し、国交省三日月政務官は平成２３年

度予算の概算要求前に結論を出すと

されておりますので、既着工区間も

含めた長崎ルートの考え方が示され

るものと思います。

（フリーゲージトレインの技術開発）

　費用対効果の検証とともに長崎

ルートが抱える根幹部分であるフ

リーゲージトレインについては、現

在「鉄道建設・運輸施設整備支援機

構」において技術開発中であります。

　その技術開発について昨年１１月２７

日に「事業仕分け」が行われ、開発経

費は満額ついたものの、急カーブの

走行性能など技術的な課題も多く、

また２０１８年３月開業が迫ってい

ることから、三日月政務官は「開発続

行か中止か」平成２２年度中に見極

めをすることを明らかにしました。

（長崎ルートの見極め）

　長崎ルート（武雄温泉～諫早間）は、

平成２０年３月２６日に着工が認可され、

一部が着工されているものの、この

ように「フリーゲージトレインの開

発や安全性の問題」、人口減少や少子

高齢化の進展、高速道路無料化など

による「需要予測、費用対効果の再検

証」が現在求められている状況であ

り、いずれも平成２２年度中に見極め

がなされます。

　また、先日の長崎県知事選の前に

長崎県内の有権者を対象に行われた

世論調査でも、長崎ルート建設に「反

対」が４６％、「賛成」が３２％と、建設が

始まった後でも反対する人が賛成を

上回っている状況でございます。

（新規着工区間の優先順位）

　新規着工区間の優先順位について、

自民党の山本拓氏が政府に対して、

質問書を出しておりましたが、2月

26日に、それに対する政府の正式な

答弁書が明らかになりました。

　「未着工の三区間の優先順位を検

討する目的は、あくまで着工開通を

目指して配分の軽重を判断するため

であるか、着工しない可能性も含め

た検討であるか。政府の見解を示さ

れたい。」という質問に対して、政府

答弁書は、「整備新幹線の着工の優先

順位付けの検討に当たっては、必要

に応じ、各区間の着工の是非につい

ても検討する可能性もあると考えて

いる。」としています。

　また、さらにこの答弁書で、北海道、

北陸、長崎３ルートの中で、「北陸

ルートは、福井駅が完成しているこ

とも一つの考慮の要素」と明記し、整

備を優先する可能性を示してありま

す。

　したがって、着工の是非について

検討するのは北海道と長崎ルートと

いうことになります。という内容が

明らかになりました。

　また、これについての報道は、２月

２７日付けの西日本新聞や２月２８日付

けの日本経済新聞にも掲載されてお

ります。

　巨費を投入しての新幹線建設事業

なだけに、安全性をはじめ、世論、財

政状況、需要予測、費用対効果など

様々な条件を十分に検証されること

を期待するものでございます。

　市議会３月定例会が、３月１日に開会しました。

　冒頭、桑原市長が当面の行政課題を申し上げましたので、

要約してお知らせします。

　まちづくりに向けた
　　　　当面の行政課題
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建第５次鹿島市総合計画
　定住促進や交流人口の拡大、少子

高齢化対策など、市民生活に直結す

る重要政策課題を今後どのように展

開していくのか、長期的・総合的な視

点に立ったまちのあるべき姿や目標

を定める第５次総合計画については、

平成２１年度から、市民、職員の手作り

での策定に着手しているところでご

ざいます。

　市内５団体からの要望提案なども

加味しながら、策定スケジュールも

順調に進捗しているところで、平成

２２年度中には、民間委員の審議を経

て成案を作り上げ、議会の議決をい

ただき、２３年度から以降１０年間の鹿

島市のまちづくりの指針とするもの

でございます。

建市内循環バスの実証試験運行
　平成２１年度に国の「地域公共交通

活性化・再生総合事業」に認定された

ことから、この１年をかけて、鹿島市

地域公共交通活性化協議会の中で、

市民アンケートの実施や委員会にお

ける有識者によるご意見をいただき

ながら、鹿島市の公共交通に関する

課題について検討を重ね、「地域公共

交通連携計画（素案）」をまとめ上げ

たところでございます。

　この計画に基づき、①「市街地循環

バス」と②「高津原乗合タクシー」の

二つの新たな事業について、国への

補助申請を行い、３ヵ年で実証試験

運行を実施したいと考えております。

建観光戦略プラン
　昨年度、鹿島市観光の目指すべき

方向性を示すため、観光戦略会議を

立ち上げ市民の委員の皆様に議論し

ていただき「かしま観光戦略プラン」

を策定いたしました。

　基本的な考え方は、ただ単に物見

遊山的な観光人口の動員を目指すも

のではなく、市民一人ひとりが鹿島

の魅力を理解し、鹿島を愛し、誇り

を持って語ることができる地域を目

指すとともに、人と人の交流を通じ

て、鹿島流の生活スタイル、鹿島ら

しさの魅力を追求し、来ていただい

たお客様に興味と共感を持っていた

だく観光地づくり、これが鹿島の観

光戦略であります。

　今後は、観光戦略推進室を中心と

し、市民の皆さん、観光事業者、関

係団体、観光協会、行政が常に連携

をとりながら、それぞれが役割分担

にしたがって、観光戦略を着実に実

行していくことが大事であると思っ

ております。そうすることによって、

鹿島を訪れていただいたお客様が、

必ずや鹿島のファンになっていただ

けるものと思っております。

建産業の振興
　今日、わが国の第一次産業は、農林

水産物の輸入自由化などの外的要因、

また農林水産業者の高齢化、後継者

不足の問題等厳しい状況におかれて

います。このことから、本市の基幹産

業である第一次産業にも深刻な影響

を与えておりますので、農林水産業

の振興について、国・県等の補助事業

を有効に活用しながら、より一層積

極的に取り組んでいるところでござ

います。

　農業振興につきましては、新政権

のもとで新年度から、はじめて米の

「戸別所得補償制度」が実施されます。

　この制度は、自給率向上のポイン

トとなる麦・大豆などについて、生産

拡大を促す対策と、水田農業の経営

安定を図るために、恒常的に赤字に

陥っている米に対して補てんする対

策をセットで行う事業でございます。

　また、新年度から第３期の「中山間

地域等直接支払交付事業」がスター

トします。これにより、耕作放棄地の

増加等により多面的機能の低下が特

に懸念されている中山間地域等にお

いて、担い手の育成等による農業生

産の維持に役立つものと思います。

建海苔養殖栄養塩低下緊急対策
　私は、かねがね鹿島市の水産業に

とって一番重要な基盤整備は、有明

海の水質の保全、浄化であると申し

上げてまいりました。

　しかしながら、鹿島沖の有明海西

南部海域においては、植物プランク

トンの異常発生による赤潮が原因で、

海苔の生育に必要な海水中の栄養分

が枯渇し、養殖海苔の色落ち現象が

頻発している状況でございます。

　昨年１２月１８日から１９日にかけて、

国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防内

側にある調整池から２百万トンの淡

水が排水された後の１２月２４日から２５

日にかけて、植物プランクトンが１

千から５千細胞に増加しました。

　さらに１２月２８日に約７０万トン排水

された後の１２月２８日から２９日にかけ

ては、２千から２万６千細胞に増加

しました。この大量に発生したプラ

ンクトンが栄養塩を食べてしまい、

栄養塩が激減している状況です。

　このため海苔養殖は、当初の予定

より２週間遅く、冷凍網の張り込み

を実施したものの、なかなか海況が

好転せず、特に本市の海苔養殖業者

は２年連続の不作が見込まれ経営的

に厳しい状況にあります。

　このため、市といたしましても海

苔養殖栄養塩低下緊急対策経費を補

助することにいたしたものでござい

ます。

ほかに

毅次期行財政改革大綱の策定
毅観光サイン計画
毅道の駅「鹿島」の整備
毅県営多良岳広域営農団地農道整備
　事業

について述べました。
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増　　減平成２１年度予算額平成２２年度予算額会計区分

３.０％３億３,６００万円１１３億８,１００万円１１７億１,７００万円一般会計

△３７.６％△５億８,９５７万円１５億６,８２５万円９億７,８６８万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

　△２.８％△１億１,５００万円４１億７,８５６万円４０億６,３５６万円国民健康保険事業

△８０.２％△１,３４２万円１,６７４万円３３２万円老 人 保 健 事 業

△３.５％△１,２８３万円３億６,９６４万円３億５,６８１万円後 期 高 齢 者 医 療

　平成２２年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、各種事業がスタートしました。

　平成２２年度一般会計当初予算額は１１７億１,７００万円で、市長の改選期にあたるため、いわゆる「骨格予算」と

して編成しましたが、骨格予算といいながらも平成２１年度当初予算額と比較して３億３,６００万円（３．０％）の増

となりました。これは、子ども手当の新設や緊急雇用対策事業などが要因となっています。

　なお、市長選挙後、新市長の施政方針に基づき、主な投資的経費や新規施策などを加えた「肉付予算」として、６月議

会に提案されることとなります。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。　　　　　　　問合先　財政課　緯（６３）２１１４

興予算の概要

興一般会計予算の状況（構成）

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

肥前浜宿街なみ環境整備事業
肥前浜宿の道路の美装化工事を行います。

鹿島小学校改築事業
鹿島小学校の北棟の改築工事を行います。

　　（Ｈ２１～２２継続）

をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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興平成２２年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

土木、建設事業

８億６,３２３万円

７％

毅中木庭ダム周辺整備事業　　　　　１,１４７万円

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　７,８７９万円

毅伝統的建造物群保存事業　　　　　５,６１９万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　１,７１５万円 など

借入金の返済

（公債費）

１２億５,３５０万円

１１％

平成２２年度の一般会計借入金残高は９４億円へ減少

する見込みであり、地方交付税で返済額が全額措置され

る臨時財政対策債（３４億円）を差し引くと、実質的な借

入金残高は６０億円程度となります。さらに、この返済

にも約６割の交付税措置が見込まれます。

衛生、健康対策

７億６,５６７万円

７％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　６８４万円

毅新型インフルエンザ接種費用軽減対策事業　３２５万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業の拡充　２,６９１万円

毅第５回食育推進全国大会交付金　　　　４０万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）１億８,７１６万円 など

農林水産業の振興

８億１４７万円

７％

毅農地・水・環境保全向上対策事業　　　１,９５５万円

毅中山間地域総合整備事業　　　　　１,６３９万円

毅中山間地域等直接支払交付金事業　１億１,７２３万円

毅森林整備加速化・林業再生事業　　４,１８０万円

毅漁村再生交付金事業　　　　　　　４,２２２万円 など

商工観光、企業誘致、

　雇用対策

４億 ９４３万円

３％

毅観光客誘致対策事業　　　　　　　２,８１１万円

毅誘致企業助成措置事業　　　　　　２,８３１万円

毅中心市街地活性化対策事業　　　　２,１６４万円 など

学校教育、生涯学習

１４億７,９７７万円

１３％

毅ふるさと人材育成支援事業　　　　　２９０万円

毅エイブル、図書館指定管理事業　１億４,４８３万円

毅鹿島小学校改築事業　　　　　４億２,１３６万円

毅日韓小学校友好交流事業　　　　　　１３６万円 など

議会、総務、消防

経費

１８億４,２４７万円

１６％

毅第五次鹿島市総合計画策定事業　　　４１４万円

毅市民会館指定管理事業　　　　　　　６４６万円

毅固定資産鑑定評価事業　　　　　　１,８８８万円 など

福祉事業の推進

４２億４,９１０万円

３６％

毅乳幼児医療費助成事業　　　　　　６,２６９万円

毅放課後児童対策事業　　　　　　　２,７０７万円

毅子ども手当支給事業　　　　　５億９,５８７万円 など
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　鹿島市では、現下の雇用状況の悪化により雇用および

就業機会の創出を図るため、国の「ふるさと雇用再生基

金事業」「緊急雇用創出基金事業」に昨年から取り組ん

でおり、今年度も市が直接雇用する日日雇用職員を下記

のとおり募集します。

　さらに、今年度から技術等の習得を目的とした「重点

分野雇用創造事業」に取り組み、平成22年度では昨年

からの事業も含め、１０８人の雇用創出を見込んでいま

す。

申込方法　

　就業を希望する人は市総務課または市のホームペー

ジの『各種案内・募集』で配布する専用の『申込書』を

市総務課職員係（市役所３階）に提出してください。

※業務内容や申込締切日等の詳細は、市のホームページ

をご覧いただくか、下記の各問合先またはハローワーク

にお問合せください。

問　合　先　市総務課職員係　　緯（６３）２１０３

　　　　　ハローワーク鹿島　緯（６２）４１６８

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します

募集先および

問合先

雇用

予定

募集

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

保険健康課

（６３）２１２０

４月

１２日

４月～

介護保健の各種申請受付、地域包括

支援センター事務補助

６ヵ月未満

（更新あり）

１人地域相談体制強化事業

福祉事務所社会福祉係

（６３）２１１９

４月

１９日

障害者宅への訪問相談、障害福祉事

務
１人障害者支援事業

４月

１９日

放課後児童クラブ指導員（児童の見守

り等）
１人放課後児童対策事業

４月

１９日

医療・介護レセプトの整理等の事務補

助
１人

生活保護制度円滑実施

支援事業

まちなみ建設課土木係

（６３）３４１５

４月

２６日
街路樹、道路側溝の清掃作業２人道路管理美化整備事業

４月

２６日

道路および法定外公共物の占用台帳

の確認・更新作業
１人道・水路占用保全事業

福祉事務所社会福祉係

（６３）２１１９

５月

台帳管理システム（パソコン）への入

力作業、障害福祉事務
６ヵ月未満１人

障害者福祉管理システ

ム台帳入力事業

生涯学習課

（６３）２１２５

運動広場の樹木剪定、体育施設およ

び周辺の清掃、事務補助ほか

６ヵ月未満

（更新あり）

２人
運動広場及び蟻尾山公

園等管理事業

文化財および歴史資料等の調査・整

理・収集作業ほか
１人

文化財資料等調査・整

理・収集事業

税務課課税係

（６３）２１１８
７月６月～

固定資産管理システム（パソコン）へ

の入力作業
１人

固定資産（土地・家屋）

データ入力事業

教育総務課

（６３）２１０３
９月７月～

教育や福祉に関する知識と経験を活

用して、児童生徒を支援する業務
８人

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

特別の支援を要する児童生徒に対す

る支援業務
３人

特別支援教育等支援員

事業

小学校の英語教育の推進１人
小学校英語活動支援員

配置事業

教員の補助、児童生徒への支援６人学習支援員事業

生徒の悩み相談等を受ける支援業務２人心の支援員活用事業

恭市が直接雇用する事業
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恭市の委託先が募集する事業

募集先および

問合先

雇用

予定

募集

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

鹿島環境整備社

（６２）６０２９

４月

１９日
４月～

家庭ゴミの収集作業および資源ゴミ

分別作業等

１年

（更新あり）
２人リサイクル推進事業

恭重点分野雇用創造事業

覚業務や研修等を通じた技術等の習得を目的とし、委託先もしくは関連の企業・団体での雇用に繋げるための事業

募集先および

問合先

雇用

予定

募集

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

JAさが佐賀みどり

支部園芸部果樹課

（６２）２１４５

５月４月～

農作業および営農技術の習得

（農業経験は問いません）

１年未満

１０人
鹿島アグリヘルパー事

業

七浦地区振興会

（道の駅鹿島）

（６３）１７６８

干潟展望館のインフォメーションで

の案内業務ほか
２人

道の駅「鹿島」観光拠点

強化事業

七浦地区振興会

（道の駅鹿島）

（６３）１７６８

干潟体験・環境教育インストラクターおよび

特産品販売・開発にかかる知識・技術習得ほか
３人

道の駅「鹿島」観光拠点

人材育成事業

（株）ＩＣＲ

（アイ・シー・アール）

（６９）１８００

コールセンタースタッフ業務にかか

る技術習得
２０人

コールセンタースタッ

フ養成事業

　下記の事業での就業を希望する人は、「募集先および問合先」に申し込んでください。

その他の採用情報［官公庁］

第１次試験日　６月２７日（日）

申込受付期間　５月７日（金）～５月２８日（金）

そ　　の　　他　試験案内は５月７日（金）から配布予定

問　　合　　先　佐賀県人事委員会事務局　任用担当

　　　　　　　緯０９５２（２５）７２９５

佐賀県職員採用試験（大卒程度）

第１次試験日　Ⅰ種５月９日（日）Ⅱ種６月１３日（日）

申込受付期間　４月１日（木）～４月１２日（月）

そ　　の　　他　申込用紙は２月１９日（金）から配布中

問　　合　　先　九州防衛局総務部総務課人事係

　　　　　　　緯０９２（４８３）８８１５

防衛省職員採用Ⅰ種Ⅱ種試験

裁判所職員採用試験（大卒程度）

　平成２２年度の採用試験（裁判所事務官英種・衛種、

家庭裁判所調査官補英種）は次のとおり実施します。

第１次試験日　５月３０日（日）

申込受付期間　４月１日（木）～４月１５日（木）

受 験 資 格

昭和５５年４月２日から平成元年４月１日までに生まれ

た者

問合先　佐賀地方裁判所事務局総務課人事第一係

　　　　緯０９５２（２３）３１６１
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後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度では、法律で２年ごとに保険料率を決定しています。

　保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる

　「所得割額」を合計した額となり、対象となる被保険者全員に納めていただきます。

１　保険料の計算方法（平成２２年度・２３年度）

所得割額
被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額×８.８％

被保険者均等割額
１人当たり

４７,４００円

年間保険料
（限度額５０万円）

＝ ＋

※平成２０年度・平成２１年度の保険料率と同じです。

　（１）被保険者均等割額

　世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が次のいずれかに該当する場合、　

　被保険者均等割額が軽減されます。

軽減割合軽減後の額（年額）世帯の所得状況（総所得金額等）

 ９割軽減 ４,７００円
「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が

年金収入８０万円以下の世帯

８.５割軽減７,１００円「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯 

５割軽減２３,７００円
「基礎控除（３３万円）+２４．５万円×世帯の被保険者数（被保

険者である世帯主は除く）」を超えない世帯 

２割軽減 ３７,９００円
「基礎控除（３３万円）+３５万円×世帯の被保険者数」を超え

ない世帯

　（２）所得割額

　所得割を負担する人で、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が５８万円以下の人（年金収入の

　みの場合、年金収入１５３万円から２１１万円までの被保険者）は、５割軽減となります。

　（３）被用者保険の被扶養者であった方の軽減

　後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者であった人は、所得割は課されず、均等割が９割軽

　減（年額４，７００円）となります。

３　保険料の納め方

　（１）年金の受給額が年額１８万円以上の人は、原則として年金から保険料をお支払い

　　　　　　　いただきます。

①　ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合、納付書又は口座振

　　替での支払いとなります。

②　希望すれば、被保険者本人・世帯主・配偶者等の口座振替による支払いに変更できます。

　※　保険健康課国保係での手続きが必要です。

　※　世帯主、配偶者等の口座からの支払いに変更された場合、支払った人の社会保険料控除となるため、

　　　世帯としての所得税・住民税は減額となることがあります。

　（２）年金の受給額が年額１８万円未満の人は、納付書または口座振替で保険料をお支払い

　　　　いただきます。

問合先　保険健康課国保係

　　　　緯（６３）２１２０
平成２２年度・平成２３年度の保険料のお知らせ

２　低所得者等への保険料の軽減
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　ご協力により２,６４８人に受診していただき

ました。結果はグラフのとおりです。

　健診結果によって、メタボリックシンドロー

ムの予防や生活習慣の改善に役立つ情報を提供

されたり、専門家からの支援を受けることがで

きるようになります。（特定保健指導）

　また、精密検査を受けるよう

促されることもあります。

特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定健健健健健健健健健健診診診診診診診診診診をををををををををを受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけままままままままままししししししししししょょょょょょょょょょうううううううううう特定健診を受けましょう！！！！！！！！！！！

鹿島市国保の特定健診

建対　象　者・・・・・平成２２年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

建健診場所・・・・・県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

建健診期間・・・・・４月１９日（月）～７月３１日（土）

建自己負担・・・・・１,０００円

建持っていくもの・・『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月中旬にお送りします）

※受診票は、事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　最終月（７月）は大変込み合いますので、早めの受診をお願いします。

鹿島市在住の後期高齢者の健診（７５歳以上の人） 
　健診時期は１０月～１１月を予定していますので、詳しくは広報かしま９月号でお知らせします。

　受診券は９月下旬にお送りします。

恭特定健診受診率と目標値
　この特定健診事業には、国から３つの目標値が定められています。

　目標値の達成状況によって、鹿島市国保が後期高齢者医療に支払う支援金の額に影響します。

支援金が最大で１０％（５,０００万円程度）

減ります。
平成２４年度 目標値

★健診受診率・・・・・６５％

☆保健指導実施率・・・４５％

☆メタボリック減少率・１０％ 支援金が最大で１０％（５,０００万円程度）

増えます。国保財政に大きな影響

達成

できると

できないと

恭平成２１年度の特定健診受診状況

［平成２２年２月速報値］

問合先　保険健康課国保係（エイブル１階　保健センター内）　緯（６３）３３７３
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潤かしま市民立楽修大学入学要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

入学できます！

年　会　費1,000円／年

　　　　（高校生以下500円）

入学特典「えいぶる事業」でチケット

　　　　代金の割引、先行予約などが

　　　　受けられます。

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

　あなたの夢や要望、実現したい事業

を皆さんの手で企画・運営する平成

２２年度のえいぶる事業がはじまりま

す。

　第１回は現在、漫画家・日本相撲協

会役員としてご活躍の“やくみつる”

さんをお迎えして、やくみつる珍コレ

クションの紹介から、中高年世代の社

会貢献など、テレビでは聞けないよう

なお話、質問タイムなど、鹿島限定も

りだくさんの企画でお届けします！

　詳細は５月号でご案内します。

内　容　やくみつるトークショー

と　き　６月２０日（日）午後～

ところ　エイブルホール

　このほかにも次のような内容を計画

しています。

※　内容は変更する場合があります。

９月１８日（土）

　喰宝くじ文化公演

　　　　　　吉本バラエティーショー

１０月９日（土）

　喰愛野由美子・住江一郎

　　　　　　　ジョイントコンサート

１１月２８日（日）

　喰はあとふるひだまりコンサート

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

えいぶる事業にご期待ください!
～平成２２年度事業のお知らせ～

えいぶる事業

に行ってみよう

講　師　松浦　 妃呂子 　さん
ひ ろ こ

と　き　４月８日（木）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

和紙ちぎり絵 【定員１５人】

講　師　副田　ひろみ　さん

と　き　４月８・２２日（木）

　　　　１０時～１１時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

読み聞かせ教室② 【定員２０人】
講　師　吉岡　千里　さん

と　き　４月１４・２８日（水）

　　　　１０時～１２時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

カラオケ教室 【定員２０人】

エイブル倶楽部講座のお知らせ

講　師　小野原　トシミ　さん

と　き　４月７・２８日（水）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　和室

ストレスケア教室② 【定員２０人】

　市民図書館では、毎月最終木曜日を休館し、館内整

理を行っていますが、４月は最終木曜日が祝日に当た

るため、館内整理日を２２日（第３木曜日）に変更し

ます。

　よって、２２日（木）を休館し２９日（祝・木）は開館

となりますのでご注意ください。

問合先　市民図書館　緯（６３）４３４３

４月の館内整理日を

変更します
市　民
図書館

　かしま市民立楽修大学の募集中講座です。

　定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

受講料　５００円／１講座１回（材料費別）

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

　引き続き西岡紘一郎様よりご寄贈いただいた、鹿島

鍋島家に関する資料を公開します。鹿島藩最後の藩主

鍋島 直彬 と明治政府高官との関係をあらわす書簡をは
な お よ し

じめ、直彬のすばらしい書や画な

ど、豪華で見ごたえのある内容と

なっています。

展　示　４月３０日（金）まで

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

５・６月は浮立面などを展示する『梶原一龍展』を開催予定

西岡家寄贈資料展
～発見された鹿島鍋島家文書～

床　の　間
コーナー

公　開
講　座

春のテーブル
コーディネート講座

どなたでも参加できます【定員２０人】

講　師　福田　雅子さん

と　き　４月１７日（土）１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

その他　受講料、材料費、準備品は

　　　　お尋ねください。

公　開
講　座

Ⅰ日無料体験
フラメンコ講座

どなたでも参加できます【定員２０人】

講　師　江口　ひとみさん

と　き　４月２４日（土）

　　　　１５時３０分～１６時３０分

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

その他　初心者向けの講座です。
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介護保険の施設へ入所して利用する
サービス【施設サービス】
　施設サービスは要介護1～5の方が利用でき、要支援1･2の方は利用できません。

　このサービスは、どのような介護が必要かによって次の３つのタイプに分かれ、利用者

はこの中から入所する施設を選び、直接申し込んで契約を結びます。

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

～生活全般の介護が必要～

　常時介護が必要で居宅での生活

が困難な人が入居して、日常生活上

の支援や介護が受けられます。

愚施設サービス費(１割）の目安（１ヵ月）

（多床室・ユニット型準個室の場合）

約２０,０７０円　～　約２８,２３０円

（要介護１）       （要介護５）

介護老人保健施設

（老人保健施設）

～在宅復帰を目指しリハビリを受けたい～

　状態が安定している人が在宅復

帰できるよう、リハビリテーション

を中心としたケアを行います。

愚施設サービス費(１割）の目安（１ヵ月）

（多床室の場合）

約２４,３９０円　～　約３０,６６０円

（要介護１）       （要介護５）

介護療養型医療施設

（療養病床など）
～病院での長期的な療養が必要～

　急性期の治療を終え、長期の療養

を必要とする人のための医療施設

です。

愚施設サービス費(１割）の目安（１ヵ月）

（多床室の場合）

約２３,８２０円　～　約４０,０２０円

（要介護１）       （要介護５）

～介護保険施設に入所した場合は、サービス費用の1割（上記参照）に加え、

食費、居住費、日常生活費が利用者負担になります～

　喰施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制によって異なります。

　喰食費・居住費１ヵ月の目安約51,000円～約100,500円

　喰食費・居住費について、低所得者には軽減措置があります。（申請が必要です。）

在宅認定調査員を募集します
　杵藤地区介護保険事務所では、在宅で認定調査ができる人を募集します。　

業務内容　介護保険法に基づく認定調査（調査および調査票の作成）

募集人員　若干名

雇用期間　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日（勤務成績で雇用期間更新可）

資格、免許等の条件　

　　　　　認定調査の経験がある者および普通自動車運転免許を有する者

勤務形態　介護保険事務所に出勤する必要はなく、自宅を拠点に業務を行います。(自己所有の車およびパソコン使用) 

応募方法　次の書類を揃えて、下記宛郵送かご持参ください。

　　　　　　①市販の履歴書（顔写真貼付）

　　　　　　②必要な資格等を証明する書類の写し

選考方法　書類選考および面接　※面接の日時、場所については後日連絡します

募集期間　平成２２年４月１日（木）～４月３０日（金）（郵送の場合は当日消印有効）

問　合　先　〒８４９-１３０４　鹿島市大字中村９１７－２

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所：認定係　緯（６９）８２２２

問合先　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０
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　建情報掲示板ワイド

健康保険の切り替え手続きはお済みですか？

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からその

他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変更に

なった日から２週間以内に市に届出をする必要があり

ます。自動的に切り替わることはありませんので、健康

保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうかの確

認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

覚国民健康保険証と職場の健康保険証※

※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場

合もありますが、その場合も交付を受けたらすぐ届け

出るようにしてください。

届出先　市民課窓口

恭届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになることがあり

ます。また、３ヵ月以上届け出が遅れた場合､条例に基

づき『２,０００円～１００,０００円の過料』が課せら

れます。（遅れた期間によって金額が異なります。）

問合先　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

～市発注の工事・修繕を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模契約希望者登録申請』を受け付けます

　鹿島市国保加入者と鹿島市在住の後期高齢者のは

り・きゅう施術に対する助成対象施術所は、これまで鹿

島市内の施術所に限られていましたが、助成制度の広

域化により他市町の施術所も対象となりました。

受診方法　

　保険証とはり・きゅう受診券を持って、指定のはり

きゅう院で施術を受けてください。

（申請時に指定はり・きゅう院一覧をお渡しします。）

申請方法

　国保または後期高齢者医療制度の保険証を持って、

　市役所１階の保険健康課までお越しください。

　はり・きゅう受診券をお渡しします。

注意事項（後期高齢者医療制度の被保険者のみ）

毅毎年度申請が必要です。

毅前年度の受診券は使えません。

毅はり・きゅう受診券の再発行はできませんので、大切

　に保管してください。

問　合　先　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

はり・きゅう助成制度の広域化

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、

鹿島市小規模契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします。

対象工事　小額で軽易な工事等（契約額５０万円未満）

申請業種

　大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、木製建具、

　家具関係工事、内装工事、塗装工事、左官工事、

　板金工事、電気工事、その他

申請できる人

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出し

　　ていない人

　②市に納めなければならない税金について完納して

　　いる人

有効期間

　平成２２年６月１日～平成２４年５月３１日（２年間有効）

　となります。

入手方法

　４月１日（木）から市役所３階企画課で配布。または、

　市ＨＰの『入札契約関連』⇒『小規模契約希望者登録

　申請』からダウンロードしてください。

受付期間

　４月５日（月）～５月２１日（金）（土･日･祝日を除く）

　６月以降、随時受付を行います。

問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　　　　http://www.city.kashima.saga.jp/

これからは鹿島市・嬉野市・太良町の指定施術

所で、はり・きゅう助成制度が受けられます！



広報かしま　Ｈ２２(２０１０).4.113

　建情報掲示板ワイド

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

恭固定資産課税台帳の閲覧

対象者

潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

潤市内の土地または家屋の借地・借家人

潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

方　法　

　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるもの

などを持参し、税務課窓口に申請してください。

その他

　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事項

証明書を求めることもできます。

恭固定資産税縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者また委

任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の価

格等を縦覧帳簿で確認できます。

と　き　４月１日（木）～６月３０日（水）

　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

方　法　

　本人を確認できる証明書（免許証等）を持参し、税務

課窓口に申請してください。

　代理人は合わせて委任状が必要です。

問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

軽自動車税の納期限と減免申請

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ

時間ところとき時間ところとき

９:３０～１０:００
１０:３０～１１:００
１２:００～１３:３０

七浦公民館
浜公民館
市民会館

５／１４
（金）

１０:００～１０:３０
１０:５０～１１:２０
１３:３０～１４:２０

中尾公民館
古枝公民館
北鹿島公民館

４／２１
（水）

９:３０～１０:３０
１１:００～１１:３０
１３:３０～１４:１０

横田公民館
のごみふれあい楽習館
北鹿島公民館

５／１５
（土）

９:３０～１０:２０
１０:４０～１１:１０
１３:３０～１４:３０

貝瀬公民館
中浅浦公民館
のごみふれあい楽習館

４／２２
（木）

９:００～１０:００
１０:３０～１２:００

古枝公民館
市民会館

５／１６
（日）

１０:００～１０:３０
１１:００～１１:３０
１３:３０～１４:００

飯田公民館
小宮道公民館
浜中町公民館

４／２３
（金）

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、

狂犬病の予防注射(１年に１回）と犬の登

録(一生に１回）を必ず行いましょう。

　注射日程は、右表のとおりです。

手数料

　潤登録済の場合・・・３,０５０円

　潤新規の場合・・・・・６,０５０円

　おつりが出ないようご協力ください。

※新規登録の犬は飼い主の住所･氏名、

　犬の種類・毛色・名前・生年月日・性別

　を確認します。

問合先　環境下水道課環境係

　　　　緯（６３）３４１６

身障者等減免について

　対象車　煙身障者等本人が所有する軽自動車

　　　　　煙身体障害者が１８歳未満の場合または精神

　　　　　　障害者の場合は、生計を同じくする人が所

　　　　　　有する軽自動車

　　　　　※普通自動車の減免（県）を受けていない場合

　　　　　　に限り、対象車の減免が受けられます。

　期　限　５月２４日（月）

　ところ　税務課窓口

潤今年初めて申請する人

　持参品　煙車検証（軽自動車届出書）

　　　　　煙身体障害者手帳や療育手帳など

　　　　　煙運転免許証　　煙印鑑（認印可）

潤昨年（平成２１年度に）減免を受けた人

　今年も引続き減免となりますので、手続きの必要はあ

　りません。ただし、昨年申請した車両ではなく、別の車

　両へ変更（登録）する場合は新規の申請が必要です。

問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人は５月中旬に納税通知書を送付しますので、

内容を確認して納期内に納めましょう。

　また、身障者等（身体障害者または精神障害者）の移動のために所有している軽自

動車には、軽自動車税の減免制度があります。

　期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、期限内に手続きを済ませましょう。

軽自動車税の納期限
納付書の納付は５月３１日（月）

（口座振替日は５月３１日（月））

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。



14 Ｈ２２(２０１０).4.1　広報かしま

　建情報掲示板ワイド

保険料免除等と年金給付の関係

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料の

納付が免除または猶予される制度があり、次の３種類があります。

納付が困難なときは・・・国民年金保険料免除制度があります

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取

　ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。　

　申請の受付は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。

　なお、所得要件確認のため税務申告がなされていることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度または

　前年度において退職（失業）の事実がある場合、雇用保険受給資格者証、離職票等の写しが必要です。

　※障害年金や生活保護を受けている人は『法定免除』となります。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について、１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた翌年度から起算して３年目以降は加算金がつきますので、早めに追納してください。

①全額免除・一部納付免除

本人・世帯主・配偶者の前年所得

（１月から６月までに申請される

場合は前々年所得）が一定額以下

の場合には、申請により保険料の

納付が全額免除または一部納付に

なります。

①全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得

（１月から６月までに申請される

場合は前々年所得）が一定額以下

の場合には、申請により保険料の

納付が全額免除または一部納付に

なります。

②若年者納付猶予申請

３０歳未満の人で本人・配偶者の

前年所得（１月から６月までに申

請される場合は前々年所得）が一

定額以下の場合には、申請により

保険料の納付が猶予されます。

③学生納付特例申請

学生の方が本人の前年所得（１月

から６月までに申請される場合は

前々年所得）が一定額以下の場合

には、申請により保険料の納付が

猶予されます。在学証明書または

学生証の写しの提出が必要です。

※一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

○

○

○
○

○

○
△

△

△

問合先　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

○

×
○

×

×
×

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部納付全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
２分の１

(一部納付分)反映されます

２分の1

(国庫負担分）反映されます
反映されます

年金額に反映さ

れるか？

水道の開始・中止には手続きが必要です
　引っ越しなどにより新しく水道を使用したいときや

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

事前に水道課への届け出が必要です。

　水道課窓口までお越しください。

※土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため事

　前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれ

　ない人は下記までお問い合わせください。

問合先　　水道課管理係　緯（６２）３７１８
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体育施設・用具の貸し出しには申し込みが必要です

　体育施設を利用するときは、必ず右表の申

込窓口で許可書の交付を受けてください。

　申込予約は、当月を含め３ヵ月先まででき

ます。

※使用料は１週間前までにお支払いください。

　(使用できない場合があります。)

　また、当日申込（利用）はできません。

　体育用具の利用申し込みについて、土・日

曜および祝祭日はかしま市民立楽修大学で受

け付けます。

　月～金曜日は、これまでどおり市生涯学習

課で受け付けます。

問合先　表内の申請窓口をご覧ください。

児童虐待・ＤＶ・高齢者虐待の被害者をなくしましょう

申　込　窓　口施　設　名　等

かしま市民立楽修大学

（エイブル内）

緯（６３）２１３８

祐徳グラウンドＡ・Ｂ

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館

市民武道館

中学校体育館

体育用具　※土日祝に限る

市生涯学習課

（市役所２階）

緯（６３）２１２５

北公園テニスコート※大会予約申請

市設置の体育施設の維持管理・問い合わせ

体育施設の減免申請

体育用具　※月～金曜

　全国では様々な虐待を受けて、命を落としてしまう痛ましい事件が多発しています。

　鹿島市では、児童虐待・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）・高齢者虐待などの様々な虐待の被害者をなくすた

めに、「要保護者等対策地域協議会」を設置しています。

　協議会では、虐待事例が発生した場合の対応や虐待の防止策を講じています。

　　潤 虐待の被害に遭われた方を保護するためには、一刻も早く被害者を発見し、対応することが重要です。

　　潤 虐待の被害者を発見した、あるいはその疑いがある場合は迷わずお知らせください。

　　潤 通報者のプライバシーは保護されます。

　虐待の通報は下記までお願いします。

　　　児童虐待・ＤＶ被害　　　福祉事務所　社会福祉係　緯(６３)２１１９

　　　高齢者虐待被害　　　　　保険健康課　長寿社会係　緯(６３)２１２０

ご存知ですか？　マタニティマーク

　妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにとても

大切な時期です。

　しかし、外見からは見分けがつかないため、「電車で席に座れない」、「たばこの煙

が気になる」など妊婦さんにはさまざまな苦労があります。

　マタニティマークは、妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周囲に妊婦

であることを示しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食店等が、呼びか

け文を添えてポスターなどとして掲示し、妊産婦さんにやさしい環境づくりを推進す

るものです。

　このマークを見かけたら、妊婦さんにやさしい対応をお願いします。

　　　問合先　保健センター　緯(６３)３３７３
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No.８７

　２００４（平成１６）年9月、栃木県小

山市で幼い兄弟が虐待の末、亡く

なったという事件を契機に、小山

市の市民団体が子どもへの虐待防

止を目的に『オレンジリボン』を広

く普及させる運動が始まりました。

これは子どもへの虐待が子どもの

人権に関わる社会問題と捉え、虐

待の起こらない社会を作っていこ

うというメッセージを伝えていく

活動です。子どもたちが健やかに

育つことは、すべての国民の願い

であり、希望です。しかし、子ど

もをめぐる悲しい事件が後を絶ち

ません。子どもへの虐待の存在が

社会問題化し始めたのは１９９０年頃

でした。日本には子どもの福祉を

守る法律として「児童福祉法」があ

り、この中に虐待に関して「通告

の義務｣など盛り込まれていたの

ですが、なかなか有効に行使され

ていませんでした。私たちが知ら

なかったこともありますが、「子

どもは親のもの」という考え方が

根強く、他人の家庭には口出しし

ない風潮が、「虐待」とは認識せず、

また子どもの人権侵害になるとは

思いもしなかったということです。

　しかし、１９９４（平成６）年４月、

日本で「児童の権利に関する条約

（子どもの権利条約）」を批准した

ことなどが大きな力となり、「子

どもの最善の利益」が守られる法

の整備へと繋がっていきました。

　それが２０００(平成１２)年１１月に発

効された「児童虐待の防止等に関

する法律」(児童虐待防止法)です。

　この法律以来、子どもに関わる

機関が連携して子どもを守る環境

作りが進んでいます。

　そして、私たち大人の責任は、

子どもが人権をもつ「ひと」として

大切にされる社会を作ることでは

ないでしょうか。

子どもたちの健やかな成長を願って

　―　子どもの人権　ー

噛ご意見等をお寄せください

同和対策課　緯（６３）２１２６　

地区での資源回収の注意点
　日頃よりごみ減量化にご協力いただきありがとうございます。

　今回は、資源回収の品目別ルールをおさらいしたいと思います。

　回収日時・場所・品目は地区で異なりますので、詳しくは区長さん等にお問合せください。

担当課　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

①　新聞紙
喰新聞紙と新聞に入っているチラシのみが対象です。

喰粘着テープ類は使わずに、白い紙ひもで束ねて出し

　ましょう！

②　雑　誌
喰ビニール袋・紙袋には入れないでください。

喰粘着テープ類は使わずに、白い紙ひもで束ねて出し

　ましょう！

喰ビニールは取り除いてください。

喰電話帳・タウンページは出せません。

③　古　着
喰綿入りの衣類・革製品・下着類・毛糸玉・カーテン

　などは出せません。

喰濡れたもの・汚れのひどいものは出せません。

喰たたんで中身の見える袋などにいれて出してくださ

　い。

④　段ボール
喰できるだけ小さく折りたたんで出してください。

喰粘着テープ類は使わずに、白い紙ひもで束ねて出し

　ましょう！

⑤　アルミ缶
喰中身を水で軽くすすいでよく乾かしてください。

喰アルミ缶のみを入れてください。

喰缶はつぶさないで袋に入れてください。
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№５３

第７回　鹿実フェア

寓ファッションショー（生活経営科）

鹿島実業高校

校学 だ よ り

No.1５５

寓救レンジャー寓課題研究発表

～　学習体験発表会　～

"Fill in "　人に～を詳しく知らせる（説明する）

今月のキーフレーズ

トゥリーサ先生

　１年間の学習の成果を発表する第７回「鹿実フェア」を、

平成２１年１２月２６日（土）に鹿島市民会館で開催しまし

た。各学科の資格取得に対する取り組みや、インターネッ

トを利用したネットショップについて発表しました。

　また、創作ヒーロー「救レンジャー」に扮し、授業で身

に付けた救急技術を寸劇をまじえて披露しました。

　ファッションショーでは、生活経営科服飾デザインコー

ス２・３年生が自らモデルとなり、１年間で制作した浴衣や

ドレスなどを身に付け、舞台を盛り上げました。

（あなた）ジェン！メアリーとスティーブのこ

　　　　と聞いた？別れたのよ２人。

（ジェン）本当？まさか！コーヒー飲みながら

　　　　何があったのか私に話してよ。

You:

Jen:

Jen, did you hear about Mary and Steve?
They broke up.

Really? No way! Let's go out for coffee 
and you can "fill me in" on what happened!

　　　　　①　友人がボーイフレンドと別れたことをあなたが友人のジェンに話しているケース

（あなた）彼、春に来られる新しい先生方につい

　　　　てもう話した？

（　Ｂ　）聞きのがしたわね。でも大丈夫！私が

　　　　後で説明するわ。

You:

B:

Did he already talk about the new teachers
coming in the spring?

Yes, you missed it.But don't worry , I can
"fill you in"later.

　　　　　②　あなたが会議に遅れて何が話されたか同僚に説明してもらっているケース
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　市内に来られたお客さまに迷わず目的地に着いていただき、いろいろな観光地を知っ

ていただくために、市内の主要な道路の歩道１０２ヵ所に「観光案内誘導サイン（看板）」

と祐徳稲荷神社などの観光地７ヵ所に「鹿島市散策マップ」を設置しました。

　デザインは祐徳稲荷神社の特徴を取り入れたものとなっており、誘導サインの表示面

は本殿の朱色、上部の金飾りは屋根の形を表現しています。

　今回の設置は、「かしま観光戦略プラン」の一つ「ようこそ鹿

島へ」の具体的な取組みで、観光客をもてなして、鹿島にまた

来たいと思っていただくためでもあります。

　市民の皆さんも観光客をご案内の際は、誘導サインや散策

マップをご利用ください。

観光サイン設置で、観光地鹿島をＰＲ

　３月６日、道の駅鹿島の農林水産物直売所『千菜市』がオープン

しました。当日は大勢の買い物客で終日賑わいをみせました。

　国道２０７号をお通りの際は、ぜひお立ち寄りください。

　営業時間　９時～１７時３０分

道の駅鹿島『千菜市』がオープン

手すり、パネルを設置

　市では、ふるさと納税制度の寄附金を活用して旭ヶ岡公園入口の

石段２ヵ所に景観に配慮した手すりを設置しました。

　松陰神社境内にも㈱宮園電工様が創業６５周年を記念して桜の木の

植樹のほか、３月２５日に手すり３基

を設置寄贈されました。

　また、鹿島市の歴史・風土を紹介す

る野外博物館（赤門前）のパネルを一新

しましたので、ぜひご覧ください。　

旭ヶ岡公園をより利用しやすく

かしま発酵まつり・春のほとめきまつりほか

　３月１４日、同日開催で第４回かしま発酵まつり、春のほとめきまつりが開催されました。前日にはイルミネー

ション点灯式やナイトウォークなどが開催され、多くの見物客で賑わった２日間でした。

まちなかイベントで活性化！

寓第４回かしま発酵まつり 寓春のほとめきまつり 寓イルミネーション

今年の桜まつりの際に利用・散策

されてみてはいかがですか。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
鹿島市と鹿島警察署が合意書を締結　

　市が行う契約や許認可、補助金交付など相手方が暴力団に該当す

る疑いがある場合、鹿島警察署に照会し、結果によっては相手方と

しない排除措置を取ること、また、こうした排除措置によって相手

方からの妨害等が予想される場合に鹿島警察署に支援や協力を求め、

署は必要な支援や協力を行うとする「鹿島市が行う行政事務からの

暴力団排除合意書」の調印式が２月２４日、市庁議室で行われ、市

長と鹿島警察署長が合意書を取り交わしました。

行政事務から暴力団を排除!

佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所　様　

　佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所様（松尾勝利運営委員長）か

ら、市内の小中学校の児童生徒へ地元鹿島産のり約３,３００人分の

プレゼントがありました。

　小中学校を代表し、３月４日に明倫小学校で行われた贈呈式では、

松尾運営委員長をはじめ鹿島市支所役員から、代表の児童たちにの

りが手渡され、その日の給食で味わいました。

市内の小中学生へ『のり』をいただきました

（株）スーパーモリナガ会長　堤　様　

　２月８日、（株）スーパーモリナガ会長　堤　駒雄様（佐賀市）より

５０型プラズマテレビ１台をご寄贈いただきました。

　これは、堤様が会長職退任に伴い、永年お世話になった市民の皆

さんへの感謝の気持ちとして思い立たれたものです。

　市では、このテレビを皆さんに広く利用してもらおうと市庁舎１

階市民課ホール付近に設置しました。市役所へお越しの際は、ぜひ

ご覧ください。

　また、（株）スーパーモリナガ様からは、毎年、環境対策費および

浪岡りんごのご寄付をいただいています。

　重ねてお礼を申し上げます。

テレビのご寄贈ありがとうございます

鹿島市選挙管理委員会

委員長　山田義治　様

　山田様は、委員就任以来８年にわ

たり、適正な選挙管理に努めるとと

もに、昨年８月に執行された衆議院

議員総選挙において、投票総参加と

棄権防止など選挙啓発に努めた功績

で総務大臣表彰を受賞されました。

［２月２６日受賞報告］

『総務大臣表彰』を受賞

九州電力（株）武雄営業所
緯０１２０（９８６）３０４
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　次の日程で市長選挙が行われます。

　今後の市の運営をだれに託すかを

決める重要な選挙です。

　必ず投票に行きましょう。

【告示日】　４月１１日（日）

【期日前投票】

　と　き　４月１２日（月）～１７日（土）

　　　　　８時３０分～２０時

　ところ　市民会館１階(選挙管理委員会事務室)

　対象者　投票日に仕事や旅行など

　　　　　で投票所にいけない人

　持参品　入場券

【投票日】

　と　き　４月１８日（日）７時～２０時

　ところ　入場券に記載された投票所

　持参品　入場券

　注意点　第８投票所(浜地区)は、

　　　　　浜小学校体育館に変更し

　　　　　ています。

問合先　市選挙管理委員会事務局

　　　　緯（６３）３４１８

 

　平成２２年３月末で期限を迎えた

「緊急保証」は、新しく「景気対応

緊急保証」に生まれ変わり、引き続

き４月以降も利用できます。

　例外業種を除き、原則として全業

種の中小企業を対象とします。２年

前と比較して売上等が減少している

中小企業も対象となります。

問合先

　商工観光課　緯（６３）３４１２

　鹿島商工会議所緯（６３）３２３１

　お近くの金融機関

おお知知ららせせ
市長選挙の
日程について

中小企業の皆さんへ
保証制度継続のお知らせ

 

開山期間　

５月１日（土）～９月２６日（日）

ゴールデンウィーク及び土曜の宿泊のみ。

※夏休み期間中は木・金・土の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　２,２００円～１４,７００円

予約受付開始　４月１日８時３０分～

予約・問合先　商工観光課

　　　　　緯（６３）３４１２

 

　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　き　４月３日（土）、４日（日）　

　　　　８時３０分～１２時

ところ　市民課窓口

内　容　次の手続きを受け付けます

潤転入・転出などの住所異動届

　これに伴う、児童生徒異動届、国民

　健康保険および介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関す

　る届け出

問合先　市民課　緯（６３）２１１７

 

　補助を希望される人は、購入前に

必ずご連絡ください。

補助率　１／３補助（２万円を上限）

その他　生ゴミ容器（バケツ）やコン

　　　　ポストも補助があります。

問合先　環境下水道課環境係

　　　　緯（６３）３４１６

奥平谷キャンプ場
５月からオープン！！

ご利用ください!
市民課休日開庁窓口

家庭用電動生ゴミ処理機
購入補助制度があります

 

　下水道認可区域以外で、４月１日

から来年３月３１日までに浄化槽を

設置する人は、補助の対象になりま

す。補助を希望する人は、着工前に

申請してください。ただし、浄化槽

設置講習会を受講しているなど必要

条件がありますので、詳しいことは

お問い合わせください。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人層　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期間　４月１日（木）から補助予定

　　　　数終了まで（先着順）

問合先　環境下水道課環境係

　　　　緯（６３）３４１６

 

　鹿島市大字納富分地区の一部（行

成・末光・馬渡・執行分地区の一部）

の下水道が使用できるようになりま

した。

　この区域にお住まいの人は、下水

道への接続が可能となります。

　下水道へ家庭排水を流すための工

事は、鹿島市指定の排水設備指定工

事店へご依頼ください。

　工事の際は、融資あっせん・利子

補給制度がありますので、詳しくは

ご相談ください。

問合先　環境下水道課下水道係　　

　　　　緯(６３)３４１６

家庭用浄化槽
補助金申請について

下水道の利用区域が
拡大しました

　平成２２年２月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分

供花１件１５,０００円２月９日弔　慰

鹿島機械金属工業会新年祝賀会並びに平成２１年度溶接技術協議会表彰式５,０００円２月５日祝　儀

ＪＲ九州北部九州地域本社訪問時土産３,６２３円２月３日接　遇

佐賀農業賞最優秀賞受賞祝賀会５,０００円２月１２日

会　費 鹿島地区安全運転管理者協議会地区別事業主研修会５,０００円２月２３日

交通安全優良団体表彰受賞祝賀会５,０００円２月２６日

３８,６２３円合　計

平成２２年２月
市長交際費支出状況表
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　調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

　調査結果の概要は、平成２２年

１１月末までに農林水産省より公表

され、農林行政の基礎資料として活

用されます。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

恭入会説明会のご案内（会員募集）

対　象　６０歳以上または来年3月ま

　　　　でに６０歳になる人

と　き　４月１５日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター２階

お誘い合わせのうえご参加ください。

恭刃物研ぎいたします。　

と　き　４月１５日（木）８時３０分～

　包丁、のこ、かま、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

　当日、ご都合がつかない人は前日

までにご持参ください。

恭作業の相談をお受けします。

　「田植えの種まきなど農作業を頼

みたい。」「畑が荒れて草払いを頼み

たい。」「命名札・席札」「庭木の剪定」

「子守り」「部屋の掃除」「食事の準備」

「障子・襖の張り替え」など頼みたい

ときは気軽にご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか。

　使いやすい袋詰めやトラック

（バラ積み）で販売しています。

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

２０１０年世界農林業センサスへの
ご協力ありがとうございました

シルバー人材センターで
仲間と楽しく働きませんか

 

　国民健康保険には、長年会社など

にお勤めされ、年金の受給権がある

人を対象とする『退職者医療制度』が

あります。次のすべてにあてはまる

人は６５歳になられるまでの間、退

職者医療制度で医療を受けることに

なります。条件を満たす人は、市役所

へ年金証書と国民健康保険証をお持

ちいただき手続きをお願いします。

【退職者医療制度の該当条件】

鴨国民健康保険に加入されている人

鴨厚生年金や各種共済年金の加入期間が通算２０

　年以上、または４０歳以降に１０年以上ある人

問合先　保険健康課国保係

　　　　緯（６３）２１２０

 

　便槽の上で遊んでいた子どもが腰

まで落下する事故がありました。

　日頃作業する業者も便槽ふたの施

錠には十分注意を払っていますが、

各施設・ご家庭でも再度お子さんへ

の指導や便槽ふたの施錠状態の確認、

安全管理をお願いします。

問合先　環境下水道課環境係

　　　　緯(６３)３４１６

定年退職後に国民健康保険
に加入される皆さんへ

便槽のふたの安全管理を
お願いします

 

　平成２２年３月分（４月納付分）か

ら佐賀県の健康保険料率が次のよう

に変わります。任意継続被保険者の

人は、４月納付分から変わります。

　詳しくは会社担当者または下記へ

お尋ねください。

（２月まで）　　（３月から）

８.２５％　覚　９.４１％

対象者　協会けんぽ佐賀支部に加入

　　　　されている被保険者

問合先　協会けんぽ佐賀支部

　　　　緯０９５２（２７）０６１２

 

　サガテレビでは、環境が調和した

快適な環境創造に役立てるため、そ

の活動の顕著な功績と多年にわたる

環境に配慮する取り組みを積極的に

行っている企業・団体・個人を表彰し

ています。

応募期間　４月１日（木）～５月１４日（金）

募集要項　サガテレビのホームページ

　　　　http://www.sagatv.co.jpを

　　　　ご覧ください。

問合先　サガテレビ佐賀環境大賞事務局

　　　　緯０９５２（２５）９０７６

協会けんぽの
健康保険料率が変わります

第７回『佐賀環境大賞』
募集のお知らせ

恐
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　４月６日（火）から１５日（木）までの１０日間、全国一斉に「春の

交通安全県民運動」が実施されます。新年度を迎え、新入学児童・新入

園児が交通社会にデビューします。皆さんもこれを機会に再度交通マ

ナーを見直し、未来を担うかけがえのない子供たちを交通事故から守り

ましょう。　　問合先　総務課消防交通係　緯(６３)２１１３

『 春の交通安全県民運動 』
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～（佐賀県交通安全スローガン）
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　今年も４月下旬から、祐徳稲荷神

社外苑につつじが咲き乱れます。

と　き　４月下旬～５月上旬

ところ　祐徳稲荷神社外苑（東山公園）

イベント　子どもスケッチ大会を開催

　と　き　４月２５日（日）８時３０分～

　　　　　※雨天の場合４月２９日に延期

　ところ　祐徳稲荷神社一帯

その他　春の祐徳植木市を開催！

　と　き　４月１７日（土）～５月５日（祝）

　　　　　　※せり売り大会

　　　　　　　　４月２４日（土）１４時～

５月３日（祝）１４時～

　ところ　祐徳稲荷神社第３駐車場

問合先　鹿島市観光協会

　　　　緯（６２）３９４２

 

　ことじ保育園では毎月子育てサー

クルを行っています。広い運動場や

安全な保育室で保育園の子どもたち

と一緒に遊びませんか？

と　き　毎週水曜日１０時～１１時３０分

　　　　※変更する場合があります

　　　　　ので、当園のブログでご

　　　　　確認ください。

　　　　※４月は１４・２１・２８日に開催

ところ　ことじ保育園

内　容　絵本の読み聞かせ、親子遊び

　　　　ベビーマッサージなど

対象者　０歳～２歳の赤ちゃんと保護者

参加費　無料（予約をお願いします）

問合先　ことじ保育園

　　　　緯（６３）１３３５

イイベベンントト
祐徳稲荷神社

つつじ祭りのご案内

みんな遊びにおいで
子育てサークル『さくらんぼ』

 

と　き　５月３０日（日）

　　　　　開場１３時　開演１４時

ところ　鹿島市民会館

演　題　可能性への挑戦

　　　　～決してあきらめない～

講　師　

　　　　大相撲解説者

　　　　（元）小結

　　　　舞の海秀平さん

入場料　無料（整理券が必要）

その他　整理券は、鹿島商工会議所

　　　　と「なかいけ庵よらんね」で

　　　　４月２０日から配布します。

　　　　（１人１枚）

　　　　入場者には記念品があります。

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

 

　昔から地元に伝わる本物の炭窯を

使って炭焼きを体験し、協働と宿泊

を通して自然環境を大切にする仲間

の輪を広げましょう。

集合受付　５月１日（土）　受付１３時～

　　　　自然の館「ひらたに」玄関に集合

ところ　自然の館「ひらたに」炭窯広場

対象者　山林作業体験に関心のある一般男女、

　　　　先着２０人（小中学生を除く）

参加費　６,０００円（宿泊費・食費・保険料含む）

申込方法　電話で申し込む

締切日　４月２５日（日）

その他　参加者が極めて少ない場合は中止

問合・申込先　自然の館「ひらたに」

　　　　　　　緯（６４）２５７９

鹿島商工会議所創立３０周年記念
舞の海秀平講演会

森林作業と炭焼きに挑戦しませんか！
－ひらたに自然塾・体験希望者募集－

 

 

　市内のほかの学校にたくさんの友

達を作って、鹿島では経験できない

『今だからこそ感じる』沖縄での体験

をしてみませんか。事前研修（宿泊研

修含む）や沖縄での海洋研修、平和研

修など、今年の夏はひと回り大きく

なった自分を実感できるかも！

　お気軽にお問い合わせください。

と　き　８月２５日（水）～２８日（土）

ところ　沖縄県（事前研修は鹿島市内）

対象者　市内の小学４年生～中学3年生

定　員　６５人(応募者多数の場合抽選）

その他　参加費と応募方法については、後日小中学校

　　　　　　へ配布する募集チラシでお知らせします。

問合先　鹿島ドリームシップ実行委員会

　　　　　【市役所２階　生涯学習課内】

　　　　緯（６３）２１２５

 

　第６３回県民体育大会は１０月１６～１７

日に鹿島市・嬉野市・太良町で開催さ

れます。この県民体育大会のサブタ

イトルを下記のとおり募集します。

募集期間　4月1日～4月２６日

提出・問合先　〒８４９-１３９１

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所教育委員会生涯学習課

　緯（６３）２１２５

（サブタイトルの例）

第62回大会（武雄市・杵島郡）

「がばい輝け！ 黄金 の
こ が ね

 大地 といで湯の里で」
だ い ち

第61回大会（伊万里市・西松浦郡）

「燃えろ！輝け！ 陶磁 の里で！」
と う じ

第56回大会（鹿島市・藤津郡）

「輝け　有明の海　 萌 え
も

 出 でよ　藤津の
い

 郷 に」
さ と

募募 集集
第２６回鹿島ドリームシップ
(沖縄研修）参加者募集

第６３回県民体育大会の
サブタイトル募集
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　ご都合の良い日、時間帯（月～土）

で1日1時間～2時間程度をご提供

ください。（週1回や不定期でも可）

　人工透析療法を行なっている患者

さんを、ボランティアさんの自家用

車で自宅と病院の間を送迎していた

だく内容です。

　週3回の透析通院は、患者だけで

なくその家族にも大きな負担となっ

ています。ぜひあなたの空き時間を

ご提供ください。

条　件　潤マイカーを持っている人

　　　　潤任意保険に加入している人

問合先

佐腎協通院送迎サービスふれあい事務局

緯０９５２（２９）２７０５（FAX兼）

　祝祭日を除く月曜日～金曜日１０時～１５時

 

 

　この講座はカウンセリングの基礎

を学習します。電話相談員は第２・

３課程で、電話相談に必要な傾聴の

技術・自殺等の基本的な知識・ロー

ルプレイなどを学びます。

受講資格　２２歳以上

募集定員　水曜班・土曜班　各６０人

講座期間　５月～８月（週１回全１５回）

と　こ　ろ　アバンセまたはメイトプラザ佐賀

受　講　料　２０,000円

申込締切　５月７日（金）

問合・申込先　

　社会福祉法人　佐賀いのちの電話

　　　　緯０９５２（３４）４１８６

　　　　　　　（平日　１１時～１６時）

透析患者の通院送迎
ボランティア募集

講講習習会会・・教教室室
カウンセリング公開講座
(養成講座第１課程）受講生募集

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　間　１３時３０分～１５時

ところ　田澤記念館

資料代　２００円（入場無料）

　　　　※４月１日は資料代不要

講師・内容

噛４月１日（木）

　第２３回総会

　記念講演　鹿島が生んだ人間国宝

　　　　　　～鈴田照次・滋人親子～

　講師　 金子　剛 さん（洋画家）
か ね こ 　 た か し

噛５月６日（木）　

　鹿島鍋島藩幕末外伝

　～勤皇の志を貫いた 八澤棣之進 ～
や ざ わ 　 て い の し ん

　講師　武富  守人      さん（当会理事）
た け と み 　 も り と

噛６月３日（木）　

　市内神社の絵馬を見る

　スライドによるZOOM UP！

　講師　 岩永幸太 さん(当会監査幹事）
い わ な が 　 ゆ き た

問合先　鹿島史談会事務局　永石

　　　　緯（６２）６６３４

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力を高め、自然治癒力を増強す

る気功をやってみませんか。

と　き　４月６日（火）～９月２８日（火）

　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

ところ　福祉会館３階大会議室

参加費　３,０００円（６ヵ月分）

問合先　宮﨑　緯（６２）５０５５

鹿島史談会
鹿島の歴史講座のご案内

気功教室
生徒募集

 

 

　平成２２年度の危険物取扱者

(甲種・乙種・丙種）試験は次のとおり

です。　詳細は下記に連絡し、願書を

お取り寄せください。

試験日　５月３０日（日）

試験場所　佐賀大学本庄キャンパス

受付期間　４月５日（月）～４月１６日（金）

　（郵送の場合は４月１６日までの消印有効）

願書請求先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　※鹿島消防署でも願書を受け取れます。

問合先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　緯０９５２（２２）５６０２

 

 

　不動産の価格・取引、不動産に関す

る法律など、気軽にご相談ください。

と　き　４月６日（火）１０時～１５時

ところ　アイスクエアビル（佐賀市）

　　　　唐津市役所、鳥栖市役所

問合先　（社）佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

試試験験・・採採用用
危険物取扱者試験の

ご案内

相相 談談
不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

鹿島市グラウンド・ゴルフ協会

会 員 募 集 中
“健康・活力・親睦”を目標に、

皆でグラウンドゴルフを楽しみ

ましょう。

老若男女を問わず歓迎します。

問合先　同協会事務局　山崎

　　　　緯（６２）６７５９
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４月の健康に関する問合先

鹿島市保健センター予防係　緯（６３）３３７３４月の健康

『人間ドック』『脳ドック』検診の

費用を一部助成します
　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気など

の早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を

一部助成します。

対　象　者（次の条件をすべて満たす人）

潤３０歳以上７０歳未満（受診時の年齢）

潤国保税の滞納がない人

潤１年以上鹿島市の国民健康保険に加入している人

潤脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日～４月２３日までに電話でお申し込みく

ださい。審査後助成の可否を連絡します。

受診医療機関　市内の協定医療機関

助　成　額　２０,０００円

定　　員　１００人

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があっ

た場合、『年齢』『ドック助成歴』　『過去の疾病歴』等で

助成対象者を決定します。

注意事項

　同一年度に特定健診を受けた人は、人間ドック・脳

ドック検診費用の助成を受けることができません。

新型（季節性）インフルエンザの感染拡大は一人一人が防ぐ！

潤感染を予防するために、こまめな手洗い・うがいを徹底しましょう。

潤感染をひろげないために咳エチケットを守ってください。

潤感染をひろげないためにかかったあとは外出自粛をしてください。

中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人は

麻しん風しん予防接種を受けましょう

　平成２５年３月までに中学１年生と高校３年生に

相当する年齢の人は、麻しん風しんの予防接種を無料

で受けることができます。（毎年度対象者には通知済）

建平成２２年度の予防接種対象者

第　３　期　平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれ

第　４　期　平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれ

接種期間　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

　　　　　できるだけ４月～６月の間で体調の良い

　　　　　ときに接種しましょう。

接種回数　麻しん風しん混合ワクチンを１回

接種費用　無料(接種期間を過ぎた場合は有料）

接種場所　佐賀県内子どもの予防接種実施医療機関

　　　　　※事前に問い合わせの上、予約・受診して

　　　　　　ください。
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怯子育て支援

怯乳幼児の予防接種

怯乳幼児の健康診査（エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分））

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３４月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年９月１日～２２日生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１５日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年９月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２２日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年１２月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２８日（水）

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

母子手帳交付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会

対象　市内在住の妊婦

７・１４・２１・２８日（水）

赤ちゃん相談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談

対象　赤ちゃんと保護者

７・２１日（水）

離乳食教室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

２０日（火）

潤育児相談
潤よちよちサークル
潤のびのびサークル
問合先　エイブル１階
　子育て支援センター

　　緯（６３）０８７４

子育てサークルに参加しませんか?
ともに受付時間は９時４５分～１０時まで!当日会場にお越しください。

育児相談

気軽にご相談ください。

受付　９時～１７時
対象　子育て中の人

場所　子育て支援センター

月～金　　　（休館日を除く）

　恭よちよちサークル
　　　　対　象　５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

恭のびのびサークル
　　　　対　象　１歳７ヵ月児～４歳と保護者

『みんなで楽しいスタート♪』

よちよちさん、のびのびさん

いっしょに『ゆったり育児』をみつ

けましょう竃

繰会場繰
エイブル

１６日（金） 『みんなで美味しい春のひととき竃』

骨.大丈夫？カルシウム満点おやつで

あたたかなティータイムのひととき

を過ごします。（おやつ代１家族１００円）

繰会場繰
楠　風　館

２３日（金）
のびのび・よちよち合同サークル のびのび・よちよち合同サークル

日本脳炎予防接種
対象者　３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２回は６～２８日の間隔で受けます。
　　　　煙１期追加は１期２回目終了後、おおむね１年
　　　　　おいて接種します。

その他　医療機関に予約する前に保健センターにて説　

　　　明を行いますので、接種を希望する人は保健セ　

　　　ンターまでご連絡ください。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者に通知）

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。
　　　　煙１期追加は１期３回目終了後、１年～１年６
　　　　　ヵ月の間に接種します。

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成１６年４月２日～平成１７年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

　　　　第３期、第４期は２４ページをご覧ください。

ポ　リ　オ
対象者　生後３ヵ月～７歳６ヵ月未満までに合計２回の

　　　　接種が済んでいない子ども。都合がつかない場

　　　　合は他地区の日程でも接種できます。

と　き

ところ　エイブル1階保健センター

受付時間　１３時３０分～１４時１５分　診察開始１４時
持参品　母子健康手帳、予診票（必ず記入してください）

　　　　体温計（会場で測ります）

注意事項　次の場合は、必ず主治医にご相談の上、お越しください。

　　　　煙１週間以内の発熱
　　　　煙１年以内のけいれん
　　　　煙麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかかり、
　　　　　治癒後４週間以内

　　　　煙子どもの体調や予防接種について心配がある場合
　　　　煙下痢をしている時はポリオの予防接種はできません

と　き対象地区

１６日（金）　能古見地区・浜地区

２７日（火）　大字高津原地区・七浦地区

５/１４（金）　大字納富分地区・大字重ノ木地区

５/１８（火）　古枝地区・北鹿島地区

　ポリオ以外の予防接種は県内の医療機関で受けること

ができるようになりました。事前にお問合わせの上、直

接お申し込みください。
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　県では、本当に身障者

用駐車場を必要とする人

に県内に共通する利用証

を交付することで、駐車

場を利用できる人を明ら

かにし、駐車スペースを

確保する「佐賀県パーキ

ングパーミット制度」を

実施していますが、新たにパーキングパーミットプラス

ワン駐車スペースを設けましたのでご利用ください。　

　　　担当課　財政課　緯(６３)２１１４

４月

 卯月 
うづき

１日（木）～４日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり　
４日（日）　消防団入退団式

　　市民会館　９時３０分～
６日（火）　平成２２年度始業式（市内小中学校）
９日（金）　平成２２年度入学式（市内小中学校）
１７日（土）　春の祐徳植木市（５月５日まで）

（詳しくは２０ページ）祐徳神社第３駐車場
１８日（日）　消防団新入団員及び班長以上幹部訓練

　　古枝小学校グラウンド　８時～
２５日（日）　つつじ祭り子どもスケッチ大会
　　　　　　　　　祐徳稲荷神社一帯　　８時３０分～

（４月分）

３・１０・１７・２４日（土）
４・１１・１８・２５日（日）
２９日（祝）
※一部休日開庁あり（２０ページ参照）

市役所
保健センター

５・１２・１９・２６日（月）
２２日（木）、３０日（金）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）
３０日（金）

生涯学習センター
（エイブル）

１～１５日、２０・２７日（火）陸上競技場

６・１３・２０・２７日（火）市民球場・社会体育館

愚無料法律相談
　８日（木）　市民会館２階

　　受付１３時～１４時（先着１０人、市内の人優先）　１３時３０分開始

　２２日（木）　市民会館２階

　　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人、市内の人優先）　１０時開始

愚人権相談　市民会館２階
　２日（金）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター
　７日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚消費生活相談　市民会館１階サロンまたは第５会議室
　５・１２・１９・２６日（月）、２・９・１６・２３・３０日（金）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　１４・２８日（水）　１０時～１２時　１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚福祉介護電話相談　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
　月曜日～金曜日　９時～１７時

愚佐賀いのちの電話
　～ひとりで悩まないで電話してください～

　　相談電話（２４時間）

　　　　　　　緯０９５２（３４）４３４３
　　フリーダイヤル

　　（毎月１日）緯０１２０－４００－３３７
　　（毎月１０日８時～１１日８時）

　　　　　　　緯０１２０－７３８－５５６

　　　広報かしま　編集・発行
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広報かしま原稿締切日

６月号５月号
４月２８日４月２日

休日昼間　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）
　　　　　　　受付時間　９時～１７時　緯（６３）１８３８
　　　　　建おくすりノートを持っていきましょう
在宅当番医・当番薬局

夜　　間：南部地区小児時間外診療センター
　　　　　（武雄地区休日急患センター：武雄市武雄町大字昭和３００）
　　　　　受付時間　１９時～２１時（土・日曜・祝日のみ）　
　　　　　　　緯０９５４（２２）５５９９
　　　　　杵藤地区消防本部（武雄市）
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７

当番薬局在宅当番医日

北鹿島薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３４日（日）

西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４１１日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１８日（日）

祐信堂薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２５日（日）

おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６２９日（祝）

ご利用ください

パーキングパーミット用駐車場

～市庁舎前駐車場に１台分設置～寓このマークが目印

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

プラスワン


